
 

 
  

㈱日比谷花壇 
〒106-8587 東京都港区南麻布 1-6-30 

2014年 7月 10日 
 

「くまのプーさん展」開催記念 
くまのプーさんの世界を表現したフラワーギフト新商品を 

7月 16日（水）から展開開始 
 

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、ディズニーのイベント「くまのプーさん展」（場所：
松屋銀座、期間：2014年 8月 6日（水）～8月 25日（月））の開催を記念して、くまのプーさんの世界を表現したプリザーブド＆アーテ
ィフィシャルアレンジメント 2種類を新たに企画し、7月 16日（水）から、オンラインショッピングサイト「hibiyakadan.com」とフ
リーダイヤル（0120-001187）で注文受付を開始します。7 月下旬からは、日比谷花壇 銀座松屋店、Hibiya-Kadan Style 
新有楽町ビル店をはじめとする日比谷花壇の店舗（一部除く）で同商品を店頭販売します。（展開概要は別紙 1参照） 

展開する2商品は、「クラシックプー」のデザインを採用し、「くまのプーさん」の世界観を、プリザーブドローズやアーティフィシ
ャルフラワーを用いて表現したアレンジメントです。ディズニー好きの方に贈るギフトや自分へのごほうびとしてはもちろん、
「くまのプーさん」の絵本が好きな方へのギフトとしてもぴったりです。 
 

【くまのプーさん展開催記念 限定フラワーギフト概要】 
 

ディズニー プリザーブド＆アーティフィシャルアレンジメント 
「クラシックプー 風船とお散歩」 
税込 5,400円（本体価格 5,000円）    （右画像） 
クリストファー・ロビンにもらった空色の風船ではちみつ探しに出かけたく

まのプーさんの姿をイメージしたアレンジメント。ナチュラルな木製の花器

に、オレンジのプリザーブドローズやヒマワリのアーティフィシャルフラワー

を中心とした明るく元気になる花々にクラシック プーのピックをそえてデ

ザインしました。 
 

◆サイズ 高さ：約 20cm、幅：約 17cm、奥行：約 17 cm 

◆内容  プリザーブドフラワー（バラ）、 

アーティフィシャルフラワー（ヒマワリ、ブバリア、ベリー、グリーン）、 

スライスウッドバスケット、リボン、ジュートファイバー、バルーンピック、 

オリジナルウッドピック 

 

 

ディズニー プリザーブド＆アーティフィシャルアレンジメント 
「クラシック プー ぬいぐるみとハニーポット」 
税込 7,020円（本体価格 6,500円）   （左画像） 
愛らしいクラシック プーのぬいぐるみと、ハニーポット風の花器に 100

エーカーの森の花を摘み取ったかのような優しい色合いのプリザーブ

ドローズ等をデザインしたアレンジメントのセット。くまのプーさんの物

語に出てきそうなアレンジメントは優しい雰囲気が漂います。 
 

◆サイズ  〔アレンジメント〕 高さ：約 10cm、幅：約 9cm、奥行：約 9 cm 

〔ぬいぐるみ〕   高さ：約 25cm、幅：約 15cm、奥行：約 12cm 

◆内容   〔アレンジメント〕プリザーブドフラワー（バラ）、 

アーティフィシャルフラワー（マム、小花、ベリー、グリーン）、 

陶製花器、リボン、ジュートファイバー 
 
 

 
 

※当社は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：ポール・キャンドランド）とライセンス契約を締結し、2009 年からディズ
ニーキャラクターのフラワーギフトシリーズ、2012 年からディズニーのキャラクターのデザインを採用したウエディング商品ライン「MORE HAPPY」 Flower 

Wedding Collectionを展開しています。 
 

■株式会社日比谷花壇について 

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国に約 180店舗を展開。フラワーディスプレイ、フラワーギフトの企

画･制作･販売、装花を伴うイベントのプロデュース等を行い、花と緑溢れるライフスタイルを提案しています。今後もさまざまな日常の生活のシーンの中に、花と緑

のある生活文化を創造していきます。 

 
 

 

 

News Release 

©Disney 
Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A. Milne and E.H. Shepard. 

 

 

http://www.hibiya.co.jp/eco/index.html


 
 
 

【展開概要】 
 

＜1.予約注文受付＞ 

【展開チャネル】 以下のチャネルから注文することができます 

Оオンラインショッピングサイト「hibiyakadan.com」 http://www.hibiyakadan.com/disney/ 

Оフリーダイヤル     0120-001187 （9：30～19：00） 
 

【注文受付期間】  7月 16 日（水）～10月 28日（火） 

【お届け期間】  8月 1日（金）～10月 31日（金） 
※配送料 全国一律 フリーダイヤル：税込 864円（本体価格 800円）、オンラインショッピングサイト：税込 540円（本体価格 500円） 

 

＜2.店頭販売＞ 

【販売開始日】          7月下旬～ 

【販売店舗】（*注 1） 

●「クラシック プー ぬいぐるみとハニーポット」販売店舗 

◇日比谷花壇 銀座松屋店    http://www.hibiyakadan.com/shop/01800.html 

◇Hibiya-Kadan Style 新有楽町ビル店  http://www.hibiyakadan.com/shop/02780.html 

 
 

●「クラシックプー 風船とお散歩」販売店舗 

＜関東地区＞ 

◇日比谷花壇 銀座松屋店     http://www.hibiyakadan.com/shop/01800.html 

◇日比谷花壇 日比谷公園店   http://www.hibiyakadan.com/shop/01010.html 

◇日比谷花壇 ファーストスクエア店   http://www.hibiyakadan.com/shop/02210.html 

◇日比谷花壇 浅草松屋店    http://www.hibiyakadan.com/shop/01700.html 

◇日比谷花壇 日本橋高島屋店   http://www.hibiyakadan.com/shop/01070.html 

◇日比谷花壇 西武池袋本店 フラワーショップ クラブ・オンゲート店 

http://www.hibiyakadan.com/shop/02470.html 

◇Hibiya-Kadan Style 新有楽町ビル店  http://www.hibiyakadan.com/shop/02780.html 

◇Hibiya-Kadan Style ルミネ池袋店   http://www.hibiyakadan.com/shop/01920.html 

◇Hibiya-Kadan Style アトレヴィ大塚店  http://www.hibiyakadan.com/shop/02920.html 

◇Hibiya-Kadan Style アトレ恵比寿店   http://www.hibiyakadan.com/shop/02190.html 

◇Hibiya-Kadan Style アトレ目黒店   http://www.hibiyakadan.com/shop/02450.html 

◇Hibiya-Kadan Style +G アトレ品川店  http://www.hibiyakadan.com/shop/02880.html 

◇Hibiya-Kadan Style 渋谷ヒカリエ ShinQs店  http://www.hibiyakadan.com/shop/02800.html 

◇Hibiya-Kadan Style 順天堂店   http://www.hibiyakadan.com/shop/02090.html 

・ Hibiya-Kadan Style そごう大宮店   http://www.hibiyakadan.com/shop/01650.html 

・ Hibiya-Kadan Style セレオ八王子店  http://www.hibiyakadan.com/shop/02910.html 

・ Hibiya-Kadan Style そごう千葉店   http://www.hibiyakadan.com/shop/01990.html 

・ Hibiya-Kadan Style そごう横浜店   http://www.hibiyakadan.com/shop/01540.html 

・ Hibiya-Kadan Style エミオ所沢店   http://www.hibiyakadan.com/shop/02900.html 

・ Hibiya-Kadan Style CIAL桜木町店（2014年 7月 16日（水）オープン） 
         http://www.hibiyakadan.com/shop/02930.html 

＜関西地区＞ 

・ Hibiya-Kadan Style なんば CITY店  http://www.hibiyakadan.com/shop/06380.html 

＜東海地区＞ 

・ 日比谷花壇 丸栄店    http://www.hibiyakadan.com/shop/10220.html 

・ Hibiya-Kadan Style 名古屋駅前店   http://www.hibiyakadan.com/shop/10390.html 

・ Hibiya-Kadan Style 浜松メイワン店   http://www.hibiyakadan.com/shop/10070.html 

＜九州地区＞ 

・ 日比谷花壇 鹿児島東急イン店   http://www.hibiyakadan.com/shop/15320.html 

 
 
（*注 1）「◇」のついた東京 23区内にある店舗では、「くまのプーさん展」開催記念キャンペーンを実施します。 

（キャンペーン詳細は別紙 2参照） 

別紙 1 ㈱日比谷花壇 
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【「くまのプーさん展」開催記念キャンペーン 詳細】（*注 2） 

東京 23区内にある日比谷花壇の対象店舗で「くまのプーさん」に関連する商品を 2,000円以上購入いただいた方に 

「くまのプーさん展限定 『くまのプーさんオリジナル缶バッチ』」をプレゼントします。 

 

О展開店舗：  東京 23区内にある日比谷花壇の店舗（別紙 1の「販売店舗」欄で「◇」のついた店舗） 

О展開期間：  8月 3日（日）～（*注 3） 

 

（*注 2）店舗限定キャンペーンとなります。オンラインショッピングサイト、フリーダイヤルでのご注文は 

「くまのプーさんオリジナル缶バッチ」プレゼントキャンペーン対象外となります。 

（*注 3）各店先着のため、なくなり次第終了となります。 

 

以上 

別紙 2 ㈱日比谷花壇 


